2020年度 高等学院主催

学術研究プログラム

ハナ（韓亜）高校 第11回国際シンポジウム
2020.

9/26 ～ 9/27

出場者募集

◆プログラムの趣旨
1

英語でのプレゼンテーションスキルを磨く
英語でのリサーチ力・論文執筆能力をすでにもっている高校生（英語圏からの帰国生等）を主な対象とするプログラムです。

2

国内他校との交流

3

東アジア数か国の高校生150名との交流

4

今日的な問題意識を育てる

5

学校主催＋OBとのネットワーク

4月～7月の準備期間中に国内他校（本庄学院・鷗友学園・筑波大付属・海陽学園・灘高校）と協力して準備を進めます。

東アジアの同世代とのネットワークをつくるチャンスがあります。渡航中はハナ高校学生寮＋ハナ高校生宅にホームステイ。

シンポジウムのテーマは、AI・報道メディア・ソーシャルテクノロジーなど……最新の論題について造詣を深めます。

高等学院教員が監修・引率し、プログラムOBが指導します。

◆実施要領
ハナ（韓亜）高校

第11回国際シンポジウム

実施日程

2020年9月26日（土）～ 9月27日（日）[このほかに事前・事後イベント等あり

渡航地

× （今年度は全てオンライン開催となりました。）

募集対象

高校1年生、2年生、3年生

募集人員

10名程度

参加費用

× （今年度は参加費用はありません。）

使用言語

英語

全てオンライン開催]

指導は高等学院教員・OB

（英語でのリサーチ・論文執筆・プレゼン作成・討議があります。）

◆参加者選考
プレゼンテーション（英語）・討議（英語）・面接（日本語・英語）により参加者を決定します。以下の資質をもつ生徒を優先します。ハナ（韓亜）
高校国際シンポジウムは、シアトル語学研修・オーストラリア研修とは趣旨・対象が異なります。主な募集対象は英語圏からの帰国生です。英語力に
加えて情報収集分析力・異文化におけるリーダーシップが求められます。一般の高校生にとってはハードルの高いプログラムですが、将来、グローバ
ル社会のなかで活躍したいと本気で考えている生徒はぜひ参加してください。

求められる資質
①English proficiency
Prepare papers/ presentations
Lead discussions in symposium
(program language is English)

応募方法
募集期間
申込先
ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ

②Research skills
Internet/ printed matter research skills
Knowledge on issues of symposium theme

資料

6/4（木）～6/13（土）
hana@list.waseda.jp
担当 榎本（国語科）榊（英語科）
メールでオーディション参加申込みをしてください。
折り返し、申込用紙をお送りします。
6/14（日）9：00～12：00 Zoomで
シンポジウム参加希望者は、必ずオーディションに出席ください。
過去のシンポジウム報告書が学院ホームページ上にあります。
つぎのサイトにも関連資料があります。お問合せはメールで随時。

③Leadership practice
Communication skills in intercultural setting
Leadership in formal/ informal scenes
Facebook

Instagram

Mail（申込先）

◆スケジュール
準備プログラム

2020年1月 ～ 3月

募集期間

2020年

（今年度終了）

参加希望生徒を対象としたワークショップを開催

準備期間

6月4日 (木)～ 6月13日 (土)
メールで申込 →申込用紙が送付される →Web申込
2020年6月14日 (日) 9：00～12：00
申込を提出した生徒を対象にオーディションを行います
2020年6月14日(日) 21日（日）いずれも20：00～Zoomで 日本6校の全参加者および担当教員
2020年6月～～～9月
参加登録・渡航準備・論題提出・論文提出・プレゼン作成・国内他校との連携

保護者説明会

2020年？月？日 (？)

オーディション
参加者説明会

（今年度未定）

月/日

保護者対象

スケジュール

1

6/26

Registration/ proposal due

2

8/16

Pre-event 1

3

9/11

Research paper due

4

9/12

Pre-event 2

5

9/18

Recorded presentation due

6

9/26-27

Symposium

7

10/4

Post-event
ハナ高校（韓国ソウル）

早稲田大学高等学院

◆高等学院の国際交流プログラム（一部抜粋）（参考）
ﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ583学校短期交換留学







短期交換留学 受入・派遣 文化交流
ロシア ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ 583学校
受入2週間 派遣2週間（2学期）
ホームステイ（生徒宅）
ロシア語（中級～上級）
1学期に1名募集 高1・2・3

日露青年交流事業







高校生親善訪中研修旅行

短期研修 文化体験
ロシア ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ 83学校
4月1週間
ホームステイ（生徒宅）
ロシア語（初級～中級）
2学期に若干名募集 高2・3








短期研修 文化体験
中国 北京
8月中旬6日間
ホテル滞在
中国語（初級～中級）
1学期に若干名募集 高1・ 2・3

短期語学研修 文化交流
ドイツ ヒンターツァルテン Birklehof
8月3週間 15か国高校生100名と
研修校学生寮またはﾕｰｽﾎｽﾃﾙ滞在
ドイツ語（上級）（A2が望ましい）
1月に若干名募集 学内選考 高2・3

ドイツ政府高校生招聘事業














短期交換留学 受入・派遣 文化交流
中国 北京 北京大付属高級中学
受入2月3日間 派遣3月10日間
北大付中宿舎（学生寮）滞在
中国語（初級～中級）
2学期に16名募集 高1・ 2・3

シアトル語学研修

PASCH Jugendkurs







北京大付属高級中短期交換留学

短期研修 文化体験 現地校通学含む
ドイツ各地
8月上旬～9月上旬 4週間
ホテル＋ホームステイ
ドイツ語（上級）（A2以上必須）
1月に若干名募集 高3

ハナ高校短期交換留学







短期交換留学 受入・派遣 文化交流
韓国ソウル ハナ高校
受入1月2週間 派遣3月2週間
ハナ高校学生寮＋ﾎｰﾑｽﾃｲ（生徒宅）
英語（初級～中級）
11月に3名募集 高1・2・3








短期研修 語学研修 各種体験
アメリカ シアトル
夏休み2週間（8月下旬）
ホームステイ（一般家庭宅）
英語（初級～中級）
4月に20名募集 高1・2・3

ハナ高校シンポジウム







学術研究発表 文化交流
韓国ソウル ハナ高校
準備期間4か月 渡航7月下旬5日間
ハナ高校学生寮＋ホームステイ（生徒宅）
英語（上級） 東アジア各国高校生250名と
3月に約８名募集 高1・2・3

COLIBRI 短期交換留学








短期交換留学 受入・派遣 文化交流
フランス各地＋ニューカレドニア
受入10月3週間 派遣3月3週間
ホームステイ
フランス語（中級～上級）
4月に5名募集 高1・2（フランス）
6月に5名募集 高1・2（ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ）

パリ研修







短期研修 文化体験
フランス パリ ロクロワ高校他
3月1週間
ホテル滞在＋ホームステイ
フランス語（初級～中級）
12月に12名募集 高1・2・3

オーストラリア研修







短期交換留学 派遣＆受入 文化交流
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ ｻﾞﾋﾞｴﾙｶﾚｯｼﾞ
夏休み2週間（7月下旬～8月上旬）
ホームステイ（ザビエル校生徒宅）
英語（初級～中級）
4月に15名募集 高1・2・3

